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配当支払開始予定日 ―

1. 平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第3四半期 44,371 ― △590 ― △756 ― △487 ―

20年12月期第3四半期 49,000 △5.6 1,057 △60.4 1,060 △59.1 133 △89.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第3四半期 △4.19 ―

20年12月期第3四半期 1.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期第3四半期 98,314 24,503 24.6 207.88
20年12月期 94,850 22,767 23.7 192.99

（参考） 自己資本 21年12月期第3四半期 24,189百万円 20年12月期 22,456百万円

2. 配当の状況

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 無

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期
（予想）

5.00 5.00

3. 平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日）
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 62,000 △8.0 2,000 △21.6 1,650 △33.6 600 △66.9 5.16
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4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有
（注）詳細は、6ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの）

（注）詳細は、6ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（1）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業
績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、5ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧ください。
（2）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 122,074,243株 20年12月期 122,074,243株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期 5,715,157株 20年12月期 5,710,792株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 116,361,597株 20年12月期第3四半期 116,381,794株
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【定性的情報・財務諸表等】
１．連結経営成績に関する定性的情報

業績の概要 （単位：百万円）

当 期 実 績 前 年 同 期 比

合計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 合計 第1四半期 第2四半期 第3四半期

売上高 44,371 14,107 15,091 15,173 △4,628 △1,888 △1,523 △1,216

営業利益 △590 △1,015 172 251 △1,648 △1,204 △495 51

経常利益 △756 △1,176 191 228 △1,817 △1,240 △648 71

四半期純利益 △487 △786 135 163 △621 △642 △80 101

当第3四半期連結累計期間の当社グループの事業環境は、昨年から続く企業業績の悪化・低迷による法

人需要の減少や、失業率の高止まりと個人所得の減少などによる個人消費の冷え込みが大きく影響し、

全体として非常に厳しいものとなりました。

特にフォーシーズンズホテル椿山荘 東京や、ワシントンホテル、ホテルグレイスリー等の宿泊事業で

は、一部で四半期毎の前年同期比の減収幅が徐々に小さくなってきているものの、全般的には海外から

の宿泊客や国内ビジネス客の減少の他、単価の減少などの影響もあり、厳しい状態が続いています。

一方で婚礼事業における景気低迷の影響は比較的小さく、概ね前年並みに近い実績を達成している他、

リゾート事業の中心である箱根小涌園では、夏季のトップシーズンや9月のシルバーウィークの集客が好

調で、当第3四半期累計期間でも前年同期の売上を上回りました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の連結全体の売上高は443億円と、前年同期比では46億円

（9.4％）の減収となりました。

このような状況下、当社グループは全社をあげて固定費削減を強力に推し進めております。運営の効

率化等による人件費の削減、水道光熱費等では省エネ機器への切替えやピークカットによる単価引下げ

の他、緊急性の低い維持投資や修繕も選別・限定して実施してきております。これらの結果、第3四半期

累計期間では前年同期比で約20億円の固定費を削減しております。また、収益体質も徐々に強化され、

第3四半期では減収による減益を固定費の削減で賄い、前年第3四半期を上まわる利益を確保しておりま

す。

しかしながらこうした改善も、第1四半期の大幅な減益をカバーするまでには至らず、当第3四半期累

計の連結全体の経常利益は、前年同期比を18億円下回り、7億円の損失となりました。

（セグメント別の概況）

ブライダル＆ラグジュアリーホテル事業 （金額単位：百万円、人数：千名）

売 上 高 利 用 人 員 利 用 単 価（円）

当期 前年同期比 増減率 当期 前年同期比 増減率 当期 前年同期比 増減率

婚礼部門 6,476 △ 456 △6.6% 156 △ 16 △9.8% 41,493 1,434 3.6%

宴会部門 2,932 △ 608 △17.2% 307 △ 63 △17.2% 9,537 5 0.1%

レストラン部門 2,695 △ 162 △5.7% 516 △ 26 △4.9% 5,215 △ 44 △0.8%

宿泊部門 1,072 △ 459 △30.0% 60 △ 9 △12.9% 17,593 △ 4,304 △19.7%

その他 3,994 △ 297 △6.9% - - - - - -

合計 17,171 △ 1,985 △10.4% 1,041 △ 116 △10.1% 16,489 △ 54 △0.3%

*利用単価は単純合算をベースに算出しております。

婚礼部門では椿山荘において、「感動婚」をテーマに、ご両家の皆様だけでなく全てのご列席の方々

へ「空間」、「料理」、「おもてなし」を通じて、一段と大きく、深い、最高の感動をご提供しようと

注力してきました。こうした取組の結果、椿山荘における婚礼売上高は前年同期を上回り、ブライダル

＆ラグジュアリー事業における婚礼全体でも、概ね前年並みの売上を確保しました。（なお、当期より

ワシントンホテル内の婚礼をホテルグレイスリー・ワシントンホテル事業へ移管（前年同期比での影響

△402百万円）しております。）
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一方、宴会部門は法人需要の減少により、また宿泊部門は主に海外からの宿泊客の減少や単価の下落

により、大きく減収となりました。

こうした中ではありますが、これまで以上に話題づくりと集客にも努めております。

8月には椿山荘の約2万坪の庭園やパーティールームを舞台に若手アーティストによる現代アート展

「団・DANS Exhibition NO5 真夏の夢」を開催いたしました。このイベントでは歴史的にも美術的に

も由緒ある史跡が多数点在している庭園を芸術の舞台とすることで、歴史的名園と若い感性が融合した

椿山荘の庭園の新しい魅力を、より多くの方々にお伝えする好機となりました。

またフォーシーズンズホテル椿山荘 東京ではイタリアを題材に、宿泊やレストランと組み合わせたイ

ベント「La Festa Italiana」を９月に開催いたしました。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の事業全体の売上は前年同期比1,985百円の減収となり、営

業損益は前年同期比333百万円減益の241百万円の損失となりました。

ホテルグレイスリー・ワシントンホテル事業 （金額単位：百万円、人数：千名）

売 上 高 利 用 人 員 利 用 単 価（円）

当期 前年同期比 増減率 当期 前年同期比 増減率 当期 前年同期比 増減率

宿泊部門 11,246 △ 1,952 △14.8% 1,715 △ 157 △8.4% 6,554 △ 490 △7.0%

レストラン部門 2,684 △ 326 △10.9% 1,260 △ 200 △13.7% 2,129 69 3.3%

宴会部門 1,831 140 8.3% 220 △ 7 △3.4% 8,314 901 12.2%

その他 1,125 △ 165 △12.8% - - - - - -

合計 16,887 △ 2,303 △12.0% 3,197 △ 366 △10.3% 5,282 △ 104 △1.9%

*利用単価は単純合算をベースに算出しております。

首都圏、地方の大都市圏ともに法人需要の減少に加えて、特に首都圏のホテルでは単価も下落し、各

ホテルとも減収となりました。なお、宿泊部門の減収には、秋葉原ワシントンホテルの営業休止等の特

殊要因による減収影響705百万円も含まれております。

宴会部門の増収は一部の婚礼事業の移管（前述）によるもので、実質的には厳しい状況が続いており

ます。

このような状況下、法人需要の減退を補うべく、「東京ベイ有明ワシントンホテル」では、フジテレ

ビが主催した夏季イベント「お台場合衆国」の１ＤＡＹパスポート引換券付き宿泊プランを販売するな

ど、各ワシントンホテルで個人向けの販売促進にも力をいれております。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の事業全体の売上は前年同期比2,303百万円の減収となり、

営業損益は前年同期比1,350百万円減益の583百万円の損失となりました。

リゾート事業 （金額単位：百万円、人数：千名）

売 上 高 利 用 人 員 利 用 単 価（円）

当期 前年同期比 増減率 当期 前年同期比 増減率 当期 前年同期比 増減率

リゾートホテル部門 6,540 △ 452 △6.5% 1,131 △ 65 △5.5% 5,782 △ 62 △1.1%
日帰り・レジャー部門 3,468 11 0.3% 931 0 0.0% 3,725 11 0.3%

その他 204 △ 2 △1.1% - - - - - -

合計 10,213 △ 443 △4.2% 2,062 △ 65 △3.1% 4,953 △ 57 △1.1%

*利用単価は単純合算をベースに算出しております。

リゾート事業の中心である箱根ホテル小涌園では、直行バスによる「ホテルバスプラン」や、「ユネ

ッサン付きお子様添い寝プラン」など各種のプランを積極的に展開し、箱根小涌園ユネッサンでは「ガ

リガリ君温泉ソーダ風呂」などのイベント風呂、売店での「花畑牧場」や各種メディアへの露出強化な

ど、話題性を打ち出して集客に努めました。この結果、夏休み期間や、9月のシルバーウィークを中心に

利用人員が増加しました。この利用人員の増加が、「フォンテンブロー」や「茶寮椿山荘」等、施設内

のレストランの増収につながり、よって第3四半期累計の箱根エリア全体売上は前年同期比58百万円の増

収となりました。

しかしそれ以外の地方の事業は、梅雨明けの遅れなどの天候不順、静岡沖での地震や台風等の影響も

あり、宿泊を中心に減収となりました。また京都国際ホテルやホテルフジタ京都は、第2四半期での新型
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インフルエンザ流行によるキャンセルや旅行の見合わせ等の影響を挽回できず、前年同期比減収となり

ました。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の事業全体の売上は前年同期比443百万円の減収となり、営

業損益は前年同期比77百万円増益の350百万円の利益となりました。

その他事業

当第3四半期連結累計期間のその他事業全体の売上は前年同期比218百万円減収の1,515百万円となり、

営業損益は前年同期比40百万円減益の151百万円の損失となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産・負債の状況）

当3四半期連結会計期間末における総資産は98,314百万円となり、前連結会計年度末比3,464百万円

増加しました。増加の主な要因は、当社グループが賃借して運営していた「京都国際ホテル」の土

地・建物を取得したことや、保有有価証券の時価が上昇したこと等によるものです。なお当第3四半

期連結会計期間末の借入金残高は、設備投資額の増加等により、前連結会計年度末比2,462百万円増

加の 41,267百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,517百万円のキャッシュ・インとなり、前年同期比で

1,152百万円キャッシュ・インが減少しました。主に営業損益が悪化したためです。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、4,338百万円のキャッシュ・アウトとなりました。京都国際

ホテルの土地・建物取得の他、箱根小涌園、椿山荘等での省エネ設備への投資や、シティホテルと

してリニューアルしたホテルフジタ福井への投資などを行っております。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加によって1,854百万円のキャッシュ・インとな

りました。この資金は配当金582百万円の支出や、投資資金へ充当しております。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は5,656百万円となり、前

連結会計年度末から964百万円減少しております。

３．連結業績予想に関する定性的情報

法人需要・個人消費は、一時の急激な下降傾向は収まりつつありますが、その回復力はきわめて弱

く、また物価についても全般的に下降傾向となっており、暫くはこうした厳しい経済環境が続くも

のと考えざるを得ません。

当社グループの事業領域におきましても、これまで比較的堅調に推移している椿山荘などでの婚礼

事業は第4四半期が好況期であり、予約状況等からも安定した動きを見込んでおりますが、一方で宿

泊需要の低迷や、利用単価等価格の下落圧力から特に宿泊事業の事業環境は更に深刻化する懸念が

あります。

私どもと致しましては、メディア等への露出などを含めて積極的な集客に努めつつ、費用面ではも

う一段踏み込んだ削減の検討を始めており、利益の確保・改善に向けて、全社をあげて取り組んで

まいります。

現時点での通期見通しとしましては、従来予想に変更はなく、売上は620億円、営業利益20億円、

経常利益16.5億円、当期純利益6億円を見込んでおります。
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４．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（簡便な会計処理）

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第3四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定してお

ります。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一

時差異の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成19年3月14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成19年3月14日企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成18年7月5日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。なおこの変更による損益への影響はありません。

③リース取引に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間から「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5

年6月17日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基

準適用指針第16号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変

更し、リース資産として計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定

額法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べてリース資産が無形固定資産に132百万円計上されて

おりますが、損益への影響はありません。
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（会計方針の変更）

有価証券の評価基準および評価方法の変更

当社及び連結子会社は、有価証券の評価基準および評価方法について、従来、その他有価証券

（時価のあるもの）に関しては連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法により評価しており

ましたが、当第1四半期連結会計期間から期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づき評価する方法に

変更しております。これは、長期保有目的で有価証券を保有する当社にとって、昨年来から続く

一連の金融情勢の混乱に伴う市場価格の短期的な変動による財務諸表への過度な影響を排除する

ことが好ましいと判断したためであります。

なお当社及び連結子会社は、有価証券の評価方法として四半期洗替え法を採用しているため、

当第1四半期連結会計期間では従来の方法によった場合に比べて投資有価証券評価損が10百万円増

加しておりましたが、その後市場価格等に基づく時価が回復したため、当第2四半期連結会計期間

において評価損の戻入をおこなっております。このためこの変更による当第3四半期連結累計期間

における損益への影響はありません。
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5.【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,656 6,620

受取手形及び売掛金 3,193 3,528

有価証券 10 1

商品 117 119

仕掛品 35 36

原材料及び貯蔵品 348 475

その他 1,823 1,873

貸倒引当金 △65 △39

流動資産合計 11,119 12,616

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 41,948 42,292

工具、器具及び備品（純額） 2,687 2,990

土地 12,512 10,029

建設仮勘定 41 27

コース勘定 3,107 3,107

その他 610 678

有形固定資産合計 60,907 59,125

無形固定資産 441 338

投資その他の資産

投資有価証券 13,652 10,772

その他 12,193 11,996

投資その他の資産合計 25,845 22,769

固定資産合計 87,194 82,233

資産合計 98,314 94,850

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,067 1,661

短期借入金 13,774 14,101

1年内返済予定の長期借入金 6,734 6,931

未払法人税等 142 210

賞与引当金 565 153

役員賞与引当金 16 14

ポイント引当金 93 93

その他 6,308 6,835

流動負債合計 28,704 30,001
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

固定負債

長期借入金 20,758 17,771

退職給付引当金 6,952 6,728

役員退職慰労引当金 178 143

負ののれん 1 5

会員預り保証金 15,540 15,968

その他 1,675 1,462

固定負債合計 45,106 42,081

負債合計 73,811 72,082

純資産の部

株主資本

資本金 12,081 12,081

資本剰余金 5,873 5,874

利益剰余金 8,379 9,449

自己株式 △2,348 △2,347

株主資本合計 23,986 25,058

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 202 △2,601

評価・換算差額等合計 202 △2,601

少数株主持分 313 310

純資産合計 24,503 22,767

負債純資産合計 98,314 94,850
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

売上高 44,371

売上原価 42,708

売上総利益 1,663

販売費及び一般管理費 2,253

営業損失（△） △590

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 208

持分法による投資利益 35

受取地代家賃 44

その他 162

営業外収益合計 451

営業外費用

支払利息 525

その他 91

営業外費用合計 617

経常損失（△） △756

特別利益

預り保証金取崩益 286

その他 0

特別利益合計 287

特別損失

減損損失 34

投資有価証券評価損 30

その他 18

特別損失合計 82

税金等調整前四半期純損失（△） △551

法人税、住民税及び事業税 132

法人税等調整額 △207

法人税等合計 △74

少数株主利益 11

四半期純損失（△） △487
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △551

減価償却費 2,611

減損損失 34

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25

受取利息及び受取配当金 △209

支払利息 525

為替差損益（△は益） △1

持分法による投資損益（△は益） △35

有形固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 27

投資有価証券評価損益（△は益） 30

預り保証金取崩益 △286

売上債権の増減額（△は増加） 335

たな卸資産の増減額（△は増加） 129

仕入債務の増減額（△は減少） △593

退職給付引当金の増減額（△は減少） 224

負ののれん償却額 △8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 34

未払消費税等の増減額（△は減少） △56

賞与引当金の増減額（△は減少） 412

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2

その他の支出 △454

小計 2,195

利息及び配当金の受取額 208

利息の支払額 △508

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △377

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,462

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △19

貸付けによる支出 △1

差入保証金の差入による支出 △3

差入保証金の回収による収入 144

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,338
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △327

長期借入れによる収入 7,810

長期借入金の返済による支出 △5,021

自己株式の売却による収入 1

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △580

少数株主への配当金の支払額 △1

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,854

現金及び現金同等物に係る換算差額 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △964

現金及び現金同等物の期首残高 6,620

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,656
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）

ブライダル
＆ラグジュ
アリーホテ
ル事業

(百万円)

ホテルグレ
イスリー・
ワシントン
ホテル事業

(百万円)

リゾート事
業

(百万円)

その他事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

15,968 16,873 10,198 1,330 44,371 － 44,371

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

1,203 14 15 184 1,417 （1,417） －

計 17,171 16,887 10,213 1,515 45,789 （1,417） 44,371

営業利益 △241 △583 350 △151 △626 35 △590

(注)１.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっている。

２.各事業の主な営業店舗等

(1)ブライダル＆ラグジュ

アリーホテル事業
… 当社が経営する椿山荘、太閤園、フォーシーズンズホテル椿山荘 東京に

加えて、子会社で㈱Plus Thank、藤田観光工営㈱など5社があります。

(2)ホテルグレイスリー・

ワシントンホテル事業
… 当社が経営する銀座、田町のホテルグレイスリー、新宿、東京ベイ有明、

横浜伊勢佐木町、横浜桜木町の各ワシントンホテルおよび、ホテルアジュ

ール竹芝に加えて、子会社が経営するホテルグレイスリー札幌および旭

川、浦和、関西エアポート、キャナルシティ・福岡、長崎などの各ワシン

トンホテル、ホテルフジタ福井など9社があります。

(3)リゾート事業 … 当社が経営する箱根小涌園、箱根小涌園ユネッサン、カメリアヒルズカン

トリークラブに加えて、子会社で京都国際ホテルを含め3ヶ所のホテルを

経営する藤田ホテルマネジメント㈱など7社があります。

(4)その他事業 … 当社が経営する不動産周辺事業に加えて、子会社で藤田グリーン・サービ

ス㈱、藤田観光マネジメントサービス㈱などがあります。

【所在地別セグメント情報】

当第3四半期連結累計期間（自 平成21年1月1日 至 平成21年9月30日）

在外子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第3四半期連結累計期間（自 平成21年1月1日 至 平成21年9月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第3四半期連結累計期間（自 平成21年1月1日 至 平成21年9月30日）

該当事項はありません。
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「参考」

前四半期連結損益計算書

前第3四半期連結累計期間

（自 平成20年１月１日

至 平成20年９月30日）

区分
金額

（百万円）

Ⅰ 売上高 49,000

Ⅱ 売上原価 45,519

売上総利益 3,480

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,422

営業利益 1,057

Ⅳ 営業外収益

受取利息 0

受取配当金 344

その他 289

営業外収益合計 633

Ⅴ 営業外費用

支払利息 497

持分法による投資損失 12

その他 121

営業外費用合計 631

経常利益 1,060

Ⅵ 特別利益

その他 15

特別利益合計 15

Ⅶ 特別損失

減損損失 144

ポイント引当金繰入額 100

建物解体・原状回復費用 85

撤退に伴う違約金 33

固定資産除却損 6

その他 100

特別損失合計 470

税金等調整前四半期純利益 605

税金費用 483

少数株主損失 11

四半期純利益 133
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前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

区分

前第3四半期連結累計期間

（自 平成20年１月１日

至 平成20年９月30日）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期(当期)純利益 605

減価償却費 2,490

減損損失 144

貸倒引当金の減少額 △37

受取利息及び受取配当金 △344

支払利息 497

為替差益 △1

持分法による投資損失 12

有形固定資産売却損 1

有形固定資産除却損 52

売上債権の減少額 450

たな卸資産の増減額 90

仕入債務の減少額 △535

退職給付引当金の増減額 △98

負ののれんの償却額 △4

ポイント引当金の増加額 100

役員退職引当金の増減額 13

未払消費税の増減額 △165

賞与引当金の増加額 526

役員賞与引当金の減少額 △13

その他の支出 △446

小計 3,338

利息及び配当金の受取額 344

利息の支払額 △489

法人税等の支払額 △522

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,670

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,191

有形及び無形固定資産の売却による収入 3

投資有価証券の取得による支出 △749

貸付金の回収による収入 98

差入保証金の差入による支出 △3

差入保証金の返還による収入 702

その他の投資活動による支出 △379

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,519

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 4,512

長期借入れによる収入 3,050

長期借入金の返済による支出 △6,246

自己株式の売却による収入 15

自己株式の取得による支出 △19

配当金の支払額 △581

少数株主への配当金の支払額 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 729

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 881

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,502

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 4,383

- 15-

藤田観光㈱（9722）平成21年12月期　第3四半期決算短信



セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第 3四半期連結累計期間（自 平成 20年１月１日 至 平成 20年９月 30日）

ブライダル

＆ラグジュ

アリーホテ

ル事業

（百万円）

ワシントン

ホテル事業

（百万円）

リゾート事

業

（百万円）

その他事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

1.外部顧客に対する

売上高
17,877 19,000 10,638 1,483 49,000 － 49,000

2.セグメント間の内

部売上高又は振替高
1,279 191 18 249 1,739 （1,739） －

計 19,157 19,191 10,657 1,733 50,740 （1,739） 49,000

営業費用 19,065 18,425 10,384 1,844 49,719 （1,777） 47,942

営業利益 91 766 272 △110 1,020 37 1,057
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